
 

１ ポスターの内容

  宮城県が取り組んでいる「しっかり寝ル・きちんと食べル・よく遊ブで健やかに伸びル（ルル

ブル）」の大切さを

 

 

 

 

 

 

 

２ 募集概要

（1）応募資格

（2）締め切り

（3）提出先

          

（4）紙のサイズ

（5）画材等

          

（6）描く際の条件

 

（7）注意事項

（8）公表について

（9） 表彰等

（10）結果発表

 

 

 

 

 

＜募集部門＞

１ しっかり寝ル

２ きちんと食べル

３ よく遊ブ
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